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あ ら ま し

自然災害が大規模化し，世界各地で大きな検討課題となる中で，ICTを利用した効果的
な対策が求められている。富士通研究所では，災害を専門に研究されている方々の知見

を得ながら防災・減災技術の開発を進めている。被害を減らすためには，災害の発生を

早期に検知するとともに，被災地点や規模を予測することが有効である。

本稿では，まず災害発生地点を早期に捉える手段として，SNSを活用した災害地点推
定の高度化手法について述べる。この手法とSNS以外の諸情報を組み合わせることによ
り，信頼できる災害地点情報を捉えることができる。次に，広範囲の流域を持つ河川に

おいて，洪水の危険性を把握する洪水予測シミュレーターの最適化手法を示す。これに

より，従来は難しかったパラメーター設定が自動化できる。

Abstract

Natural disasters of devastating scales are happening more often.  As these are 
becoming a major issue in many countries, there is a growing need for effective 
countermeasures using information and communications technology (ICT).  Fujitsu 
Laboratories pursues the development of technology for disaster prevention and 
mitigation, drawing on expert knowledge of specialists in this field.  Effective ways 
to reduce the impact of natural disasters include early detection of disasters, and 
prediction of the vulnerable areas and the scale of potential damage.  In this paper, 
we first describe the enhanced estimation technique involving the social networking 
services (SNS), in order to quickly identify the locus of the disaster.  Reliable information 
on disaster-stricken areas can be obtained by combining data from SNS with other 
sources.  We then describe a method to optimize a flood forecasting simulator that helps 
to identify high-risk areas of flooding in large river basins.  This makes it possible to 
automate parameter configurations, which had been difficult to do before.
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洪水予測を効率的に実施できるようになる。
また，地震の被害に対しても，筆者らは津波到
達に先立って浸水地点を示せるよう，高速かつ高
解像度の予測に成功している。（2）

SNSの減災利活用

多様化，複雑化する昨今の自然災害に対応する
ためには，広範な災害の発生を迅速に把握するこ
とが必要である。このような要請に対応するた
め，詳細な雨量情報の取得，即時伝送のための開
発が進められてきた。その結果，ICTの利活用によ
り，河川管理者や防災担当者向けには浸水被害へ
の迅速な対応を可能とし，一般住民向けには警戒
判断に必要となる様々な情報を提供できるように
なった。
一方，このような従来の災害対策とは異なった
領域において，減災に活用できる可能性がある情
報（ビッグデータ）が，多種，大量かつ高速に流
通し始めている。特に，SNSをはじめとするイン
ターネット上のコミュニケーションサービス，お
よびスマートフォンに代表される高機能携帯電話
の急速な普及に伴い，住民が目撃した災害情報に
写真や位置情報などが付与され，大量に投稿され
るようになった。
これまでの住民からの情報提供は，ほとんどが
電話による通報にとどまっていた。しかし，SNS
上の投稿は様々な情報を含んでおり，災害対策へ

SNSの減災利活用

ま　え　が　き

人々の活動範囲が地球の隅々に広がり，自然環
境の影響を受けやすい中で我々は生活している。
地球温暖化も要因とされる自然災害が従来よりも
大規模化し，人々を守る防災・減災の仕組みの高
度化が求められている。災害への対応範囲を広げ
るために，対策費用の効率的・効果的な使用も必
要になってきている。そのため，強固な土木構造
物を構築するハード対策に並行して，様々ないわ
ゆるソフト対策が進められてきた。気象予報シス
テムはその典型であるが，今後，より効果的な防災・
減災対策を実現していくことが重要になっている。
地球規模で起こる自然現象をICTだけで解決する
ことは難しい。そこで，筆者らは防災・減災を専
門とする研究者・研究機関との連携を進めてきた。
深い専門的知見に対して筆者らの持つ技術を適用
し，実用的成果を得ることを目指している。
本稿では，その中から早期に被災地域を推定す
る技術，豪雨時の洪水予測シミュレーション技術
について，最新の成果を述べる。

減災に直結する技術開発

起こり得る自然災害に対し，あらかじめ対策を
施して被害を防ごうとするのが防災である。これ
に対し，少しでも自然災害による被害を減らそう
とするのが減災である。想定を超えることが多い
近年の自然災害に対しては，防災対策強化ととも
に実用的な減災対策が求められる。筆者らは，こ
の減災に通じる早期に災害に対応するための研究
を行っている（図-1）。
災害の検知は初動の基本とも言える。人が生活
している地域の異変を素早く検知するために，現
場で直接人が発するSNSの情報を活用する技術を
開発している。これにより，現地での初動を早め
ることが期待できる。
災害の中でも，干ばつと洪水の被害は世界各地
で起きている。洪水被害に対して，河川には水位
観測所が設置され，降雨時の増水を監視している。
しかし，観測地点数には限度がある。富士通研究
所で開発したシミュレーション高度化技術は，河
川全域の洪水流量を予測するモデルにおけるパラ
メーター最適化を迅速に行うことができるため，

ま　え　が　き

減災に直結する技術開発

図-1　自然災害発生の連鎖を断つ防災・減災
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の更なる活用が期待される。例えば，SNS情報に
対し高度な分析技術を適用することで，センサー
など従来の手法では捕捉できなかった自然災害の
発生や，その状況を迅速に推定できる新しい災害
対策の情報源になると期待されている。
しかし，SNSから情報を生成しようとする場合，
以下のような防災・減災業務上の懸念や，技術的
な課題が挙げられる。
（1） 情報の不確かさ
災害関連の投稿には，伝聞により劣化した情報
を当事者でないユーザーが投稿するほか，デマや
冷やかしなどの不真面目な投稿が含まれる。
（2） 情報の少なさ
災害関連の投稿には，いつどこでどのような災
害が発生したかといった，災害対応の実務者にとっ
て必要な情報が全て含まれているとは限らない。
富士通研究所では，これらの課題へ対応するた
め，SNS情報から減災に資する情報を生成する技
術を開発した。（3），（4）

現在，国内で利用されているメジャーなSNSに
は，LINE，Facebook，Twitterなどがある。筆者
らは，この中でWeb上のマイクロブログサービス
の一つであるTwitterに着目した。Twitterの特長
を以下に示す。
（1） リアルタイム性
ほかのSNSと比べ，見聞きした情報をその場で
すぐに発信するユーザーが多い。

（2） 情報の迅速な拡散
他人の発言を再投稿するリツイートという機能
があり，情報を積極的に拡散する仕組みがある。
（3） データがオープン
ほかのSNSと比べてデータがオープンな上，一
部無償でデータを取得できる。
減災のための情報に求められる要件として，リ
アルタイム性は最も優先度が高い。そのため，上
記の理由から情報源として用いるにはTwitterが最
も適していると判断した。
筆者らは，Twitter上の発言（ツイート）を用いて，
災害の発生日時と市町村単位で場所を推定するア
ルゴリズムを開発した。具体的には，まず特定の
災害事象のキーワードを含むツイート件数の急激
な増加を検出し，都道府県単位で災害の発生を推
定する。その後，ツイートを活用して市町村を推
定するアプローチを採用した（図-2）。そのアプロー
チの内容を以下に示す。
（1） ツイートから伝聞などのノイズを排除する。
（2） 発言者の居住地を推定し，ツイートを都道府
県別に仕分けする。

（3） 発言数の急増を捉えて，都道府県単位で災害
の発生を推定する。

（4） 災害推定時刻以降のツイートを用いて，市町
村を推定する。
本手法の有効性を検証するため，特徴の異なる
二つの災害事例を用いて実験を行った。
・人口集中地かつ発生頻度の高い災害：2012年8月

図-2　SNS投稿からの発災時刻・場所を推定する手法
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14日京都府宇治市豪雨における洪水災害
・中山間地かつ発生頻度の低い災害：2012年九州
北部豪雨災害において7月12日に熊本県内で発生
した土砂災害
これらの災害において，発災前後のツイートに
対して本技術を適用した計算機実験を行った。ま
ず，宇治市洪水災害においては，2012年8月14日
朝6時の時点で，浸水・冠水の発生が検知できた。
実際には，宇治市で河川氾濫に伴う家屋流出が発
生したのは朝5時前後であったと推定されている。（5）

すなわち，本手法を用いることで，災害事象を発
生の初期段階で捉えられるものと評価した。
次に，熊本県内で発生した土砂災害において，
災害の発生時刻を推定した。2012年7月12日前後の
ツイートに対して，本手法を適用した結果を図-3
に示す。評価実験の結果，7月12日の朝6時の時点
で土砂災害の発生を推定できた。更に，都道府県
単位で災害を推定した2012年7月12日の朝6時以降
を集計したツイート545件に対して，位置推定技
術を適用することで，災害の発生場所を推定した。
同日，熊本県内では，11市町村で実際に土砂災害
が複数発生していたが，ツイートによって8件を推
定できた。
以上の計算機実験により，本手法は災害発生を
迅速に把握できることから，災害対応の初動を早
められるなど，災害対応の業務への有効性を示す
ことができた。今後は，本技術の実用化を目指し，
発災推定技術そのものの精度を高める技術開発を
進めるとともに，どのようにして従来とは性質の
異なる情報の災害対策現場への導入受容性を高め

られるかの検討も進めていく計画である。

洪水予測シミュレーションに関する取組み

災害対策では，これまでは災害発生をくい止め
る施策が柱となっていた。しかし，それらは膨大
な予算と長期にわたる施設整備を必要とする。こ
のため，近年では被害を最小限に抑えるための減
災を重視する実用的な施策が求められている。
減災の実現には，必要とされる施設整備だけで
なく，災害発生時の避難や救護などを支援する防
災計画の立案が重要となる。防災計画立案のため
の基盤情報として，被害想定や洪水などの現象を
予測するシミュレーション技術は有効な手段であ
る。富士通研究所では，ICTを駆使したシミュレー
ション技術に基づく防災・減災研究として，洪水
と津波のシミュレーション技術の研究開発に取り
組んでいる。ここでは，洪水予測シミュレーショ
ンについて紹介する。（6），（7）なお，津波シミュレーショ
ンによるリアルタイム浸水解析については，参考
文献（2）を参照されたい。
河川管理事務所などでは，台風や大雨の際に河
川の流量を予測し，現場への担当者の派遣，住民
への避難指示など，減災のための対策を行ってい
る。昨今では，集中豪雨など自然災害の大規模化・
甚大化に伴い，水害対策の充実が求められている。
河川の水害対策において，重要となる河川流量
の予測については，降雨量データを入力して流量
を計算する洪水予測シミュレーターが活用されて
いる。近年，洪水予測に用いる降雨量データには，
レーダー雨量計のように時空間解像度の高い降雨
情報の活用機運が高まってきている。その一方で，
流出モデル（洪水予測シミュレーションのための
計算モデル）には，貯留関数法のような集中定数
型モデルが用いられている場合も多い。このため，
詳細な降雨情報が有効に活用できず，河川流域の
全域を対象にして洪水対策が行われることも少な
くない。河川付近の地形や土地利用の分布をモデ
ル化した分布型の流出モデルを採用すれば，レー
ダー雨量のような詳細メッシュごとのデータを有
効活用できる。こうすることで，詳細な洪水予測
シミュレーションが可能となり，河川流域の地域
ごとに洪水対策を行うことができると期待されて
いる。

洪水予測シミュレーションに関する取組み

図-3　熊本県での災害SNS発言件数（2012年7月）
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しかし，分布型流出モデルにはパラメーターが
数多く存在することに加え，空間的に分布し，そ
れらが互いに影響し合う。このため，将来の洪水
を予測する際に適用すべきパラメーターを適切な
値に決定することは容易ではない。これが分布型
流出モデルを導入する際の障壁となっている。分
布型流出モデルに基づく洪水予測シミュレーター
を広く水害対策に役立てるためには，まず，過去
の洪水についてモデルのパラメーターを適切に調
整する必要がある。この調整には，専門技術者に
よる高度なスキルや，河川工学・水文学の専門知
識が必要とされる。
そこで，分布型流出モデルの普及を進めるため
に，国立研究開発法人土木研究所と富士通研究所
は2014年度より共同研究に着手した。その中で，
洪水予測モデルに対するパラメーターの数理最適
化手法の研究を進め，洪水予測シミュレーターに
設定するパラメーターを自動決定する技術を開発
した（図-4）。以下に具体的に紹介する。
（1） 分布型流出モデルに適した最適化アルゴリズ
ムの選定と過去の洪水における検証
パラメーターを調整する過程において，過去の
洪水における雨量データを入力し，洪水予測シミュ
レーターによる流量計算結果と実際の流量データ
を比較した。ここで，設定するパラメーターは，

与えられたルールに従って，可能な限り良い解を
少ない試行回数で求める数理最適化と呼ばれる計
算技術を利用して自動調整した。
今回，75種類の最適化アルゴリズムを評価して，
分布型流出モデルに適した13種類の最適化アルゴ
リズムを選定した。更に，この選定を自動化する
数理最適化プラットフォームも併せて開発した。
また，国内のある河川で発生した15種類の洪水
のそれぞれについて，洪水予測シミュレーション
による計算値で，河川の流量の測定値を再現でき
ることを確認した。その一例を図-5に示す。
（2） 洪水の特徴とパラメーターの関連性を解析
最大流量，平均雨量などの洪水を特徴づける各
種統計量と，洪水ごとに再現性が高いパラメーター
を分析することにより，雨量と河川の流量の比で
ある流出率とこのパラメーターに関連があること
を明らかにした。この知見は，新たな洪水に対して，
その特徴に応じたパラメーターの調整が必要であ
ることを示す有用な情報である。
これらの開発技術により，最適なパラメーター
に調整された状態で，分布型流出モデルに基づい
た洪水予測シミュレーターを運用できるように
なった。これにより，河川管理者は最適な条件下
で予測された河川の流量に基づいて，防災・減災
のための対策を適切に判断できるようになる。今

図-4　数理最適化と流量の計算
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後は，様々な洪水や河川における評価検証を行い，
実用化を目指す。更に，シミュレーションと観測
データを融合するデータ同化を用いたリアルタイ
ム洪水予測にも取り組む予定である。

む　　す　　び

本稿では，昨今の自然災害の大規模化に伴い，
ますます要求が高まる防災・減災の高度化を実現
するため，富士通研究所で取り組んでいる最先端
技術の開発状況について述べた。
今後，防災・減災のソフト対策においてますま
すICT利活用の重要度は増してくると考えられる。
富士通研究所はそのニーズに応えるため，真に社
会の役に立つ研究開発に邁進していく所存である。
最後に，本研究の一部は，国土交通省国土技術
政策総合研究所土砂災害研究室，および国立研究
開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント
国際センターとの共同研究のもとに実施されたも
のである。ここに両研究機関に感謝の意を表する。

む　　す　　び
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図-5　河川の流量の測定値とシミュレーションによる計算値
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